
【表紙】
 

【提出書類】 四半期報告書

【根拠条文】 金融商品取引法第24条の４の７第１項

【提出先】 九州財務局長

【提出日】 平成26年10月31日

【四半期会計期間】 第53期第１四半期（自　平成26年７月１日　至　平成26年９月30日）

【会社名】 株式会社アクシーズ

【英訳名】 AXYZ Co.,Ltd.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長　　佐々倉　豊

【本店の所在の場所】 鹿児島県鹿児島市草牟田二丁目１番８号

【電話番号】 ０９９（２２３）７３８５（代表）

【事務連絡者氏名】 専務取締役管理部長　　伊地知　高正

【最寄りの連絡場所】 鹿児島県鹿児島市草牟田二丁目１番８号

【電話番号】 ０９９（２２３）７３８５（代表）

【事務連絡者氏名】 専務取締役管理部長　　伊地知　高正

【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所

（東京都中央区日本橋兜町２番１号）

 

EDINET提出書類

株式会社アクシーズ(E00009)

四半期報告書

 1/15



第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

回次
第52期

第１四半期連結
累計期間

第53期
第１四半期連結

累計期間
第52期

会計期間

自平成25年
　７月１日
至平成25年
　９月30日

自平成26年
　７月１日
至平成26年
　９月30日

自平成25年
　７月１日
至平成26年
　６月30日

売上高 （千円） 3,568,706 3,947,965 15,827,902

経常利益 （千円） 64 267,608 730,246

四半期（当期）純利益 （千円） 41,151 165,014 485,693

四半期包括利益又は包括利益 （千円） 30,575 167,646 482,179

純資産額 （千円） 6,242,390 6,791,440 6,693,995

総資産額 （千円） 8,470,472 8,709,547 8,696,474

１株当たり四半期（当期）純利益

金額
（円） 7.33 29.38 86.48

潜在株式調整後１株当たり四半期

（当期）純利益金額
（円） － － －

自己資本比率 （％） 73.7 78.0 77.0

　（注）１．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載し

ておりません。

２．売上高には、消費税等は含んでおりません。

３．潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しており

ません。

２【事業の内容】

　当第１四半期連結累計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）が営む事業の内容について、重要

な変更はありません。また、主要な関係会社における異動もありません。

　なお、当社の連結子会社である有限会社南九州畜産及び有限会社城山サービスは、平成26年９月10日付で株式会社

南九州畜産及び株式会社城山サービスへ商号変更し、株式会社に移行しております。
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第２【事業の状況】

１【事業等のリスク】

　当第１四半期連結累計期間において、新たな事業等のリスクの発生、または、前事業年度の有価証券報告書に記載

した事業等のリスクについての重要な変更はありません。

２【経営上の重要な契約等】

　当第１四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。

３【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

　文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において当社グループ（当社及び当社の関係会社）

が判断したものであります。

(1）業績の状況

　当第１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、政府の経済政策や日銀の金融政策を背景に、企業収益や雇用

情勢に改善がみられたものの、消費税引き上げに伴う駆け込み需要の反動による個人消費の減退等により、先行き

不透明な状況が続いております。

　鶏肉業界におきましては、従来より消費者の関心は安心・安全な食品を志向する傾向にあり、国産鶏肉の需要は

高まっておりましたが、その需要がさらに高まり、鶏肉需給は強含みに推移いたしました。しかしながら、為替相

場の急速な円安の影響等により主要コストである飼料用穀物価格・燃料費・電力料金及び運賃等の高騰が続いてお

ります。

　当社グループの業績は、売上高は39億47百万円（前年同四半期比10.6％増）となりました。利益面につきまして

は、営業利益２億48百万円（前年同四半期は営業損失26百万円）、経常利益２億67百万円（前年同四半期は経常利

益０百万円）となり、四半期純利益は１億65百万円（前年同四半期比301.0％増）となりました。

 

　セグメントの業績は、次のとおりであります。

①鶏肉関連

　鶏肉関連事業におきましては、主要取引先向けの出荷数量を伸ばすことができました。また、各工場での製品

歩留りを一段と向上させ効率化を実施いたしました。

　売上高は32億83百万円（前年同四半期比13.0％増）、セグメント利益は１億89百万円（前年同四半期はセグメ

ント損失68百万円）となりました。

②外食

　外食事業におきましては、ＰＨ店舗におけるキャンペーンが好調に推移したことに加え、業務の効率化が功を

奏しました。

　売上高は６億63百万円（前年同四半期比0.4％増）、セグメント利益は57百万円（同37.1％増）となりまし

た。

(2）財政状態の分析

　当第１四半期連結会計期間末における財政状態は、前連結会計年度末に比べ以下のとおりとなりました。

　（資産）

　当第１四半期連結会計期間末における資産合計は、前連結会計年度末と比べ13百万円増加し、87億9百万円

となりました。これは主に、受取手形及び売掛金が１億11百万円減少したものの、たな卸資産が１億30百万円

増加したことによるものであります。

　（負債）

　当第１四半期連結会計期間末における負債合計は、前連結会計年度末と比べ84百万円減少し、19億18百万円

となりました。これは主に、未払法人税等が76百万円、退職給付に係る負債が10百万円減少したこと等による

ものであります。

　（純資産）

　当第１四半期連結会計期間末における純資産合計は、前連結会計年度末と比べ97百万円増加し、67億91百万

円となりました。これは主に、利益剰余金が94百万円増加したこと等によるものであります。

(3）事業上及び財務上の対処すべき課題

当第１四半期連結累計期間において、当社グループが対処すべき課題について重要な変更はありません。

(4）研究開発活動

当第１四半期連結累計期間におけるグループ全体の研究開発費の金額は、27百万円であります。

なお、当第１四半期連結累計期間において、当社グループの研究開発活動の状況に重要な変更はありません。
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第３【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 19,350,000

計 19,350,000

 

②【発行済株式】

種類
第１四半期会計期間末現
在発行数（株）
（平成26年９月30日）

提出日現在発行数（株）
（平成26年10月31日）

上場金融商品取引所名
又は登録認可金融商品
取引業協会名

内容

普通株式 5,617,500 5,617,500

東京証券取引所

ＪＡＳＤＡＱ

（スタンダード）

単元株式数

（100株）

計 5,617,500 5,617,500 － －

 

（２）【新株予約権等の状況】

　該当事項はありません。

（３）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

（４）【ライツプランの内容】

　該当事項はありません。

（５）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式総
数増減数

（株）

発行済株式総
数残高（株）

資本金増減額
（千円）

資本金残高
（千円）

資本準備金増
減額（千円）

資本準備金残
高（千円）

平成26年７月１日～

平成26年９月30日
－ 5,617,500 － 452,370 － 428,340

 

（６）【大株主の状況】

　当四半期会計期間は第１四半期会計期間であるため、記載事項はありません。
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（７）【議決権の状況】

　当第１四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記

載することができないことから、直前の基準日（平成26年６月30日）に基づく株主名簿による記載をしておりま

す。

①【発行済株式】

平成26年６月30日現在
 

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式 － － －

議決権制限株式（自己株式等） － － －

議決権制限株式（その他） － － －

完全議決権株式（自己株式等）
（自己保有株式）

　普通株式　　　1,400
－ －

完全議決権株式（その他） 　普通株式　5,615,700 56,157 －

単元未満株式 　普通株式　　　　400 －
１単元（100株）未満の

株式

発行済株式総数 5,617,500 － －

総株主の議決権 － 56,157 －

 

②【自己株式等】

平成26年６月30日現在
 

所有者の氏名又は名称 所有者の住所
自己名義所有
株式数（株）

他人名義所有
株式数（株）

所有株式数の
合計（株）

発行済株式総数
に対する所有株
式数の割合(％)

株式会社アクシーズ
鹿児島市草牟田二丁目１

番８号
1,400 － 1,400 0.02

計 － 1,400 － 1,400 0.02

 

２【役員の状況】

　該当事項はありません。
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第４【経理の状況】

１．四半期連結財務諸表の作成方法について

　当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府

令第64号）に基づいて作成しております。

 

２．監査証明について

　当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第１四半期連結会計期間（平成26年７月１日から平

成26年９月30日まで）及び第１四半期連結累計期間（平成26年７月１日から平成26年９月30日まで）に係る四半期連

結財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる四半期レビューを受けております。
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１【四半期連結財務諸表】

（１）【四半期連結貸借対照表】

  （単位：千円）

 
前連結会計年度

(平成26年６月30日)
当第１四半期連結会計期間

(平成26年９月30日)

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 564,812 556,196

受取手形及び売掛金 1,315,864 1,204,506

製品 226,489 411,193

仕掛品 223,753 267,547

原材料及び貯蔵品 991,777 893,587

その他 207,743 260,218

貸倒引当金 △325 △435

流動資産合計 3,530,116 3,592,814

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 421,996 407,090

工具、器具及び備品（純額） 782,837 729,189

土地 2,768,273 2,768,273

その他（純額） 399,392 451,471

有形固定資産合計 4,372,499 4,356,025

無形固定資産 11,256 9,937

投資その他の資産   

投資その他の資産 784,806 752,740

貸倒引当金 △2,204 △1,971

投資その他の資産合計 782,602 750,769

固定資産合計 5,166,358 5,116,732

資産合計 8,696,474 8,709,547

負債の部   

流動負債   

買掛金 256,854 275,719

1年内償還予定の社債 40,800 40,800

短期借入金 － 5,000

未払金 1,060,078 891,460

未払法人税等 217,067 140,734

賞与引当金 － 121,340

その他 78,726 101,859

流動負債合計 1,653,527 1,576,913

固定負債   

役員退職慰労引当金 111,341 113,524

退職給付に係る負債 185,333 175,162

その他 52,276 52,506

固定負債合計 348,951 341,192

負債合計 2,002,479 1,918,106
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  （単位：千円）

 
前連結会計年度

(平成26年６月30日)
当第１四半期連結会計期間

(平成26年９月30日)

純資産の部   

株主資本   

資本金 452,370 452,370

資本剰余金 428,340 428,340

利益剰余金 5,747,448 5,842,262

自己株式 △1,087 △1,087

株主資本合計 6,627,071 6,721,884

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 66,923 69,556

その他の包括利益累計額合計 66,923 69,556

純資産合計 6,693,995 6,791,440

負債純資産合計 8,696,474 8,709,547
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（２）【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】

【四半期連結損益計算書】

【第１四半期連結累計期間】

  （単位：千円）

 
前第１四半期連結累計期間
(自　平成25年７月１日
　至　平成25年９月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自　平成26年７月１日
　至　平成26年９月30日)

売上高 3,568,706 3,947,965

売上原価 2,650,815 2,706,256

売上総利益 917,890 1,241,708

販売費及び一般管理費 943,928 993,694

営業利益又は営業損失（△） △26,037 248,013

営業外収益   

受取利息 1,191 1,072

持分法による投資利益 5,182 1,985

受取家賃 6,570 6,345

為替差益 6,862 7,480

その他 6,829 3,603

営業外収益合計 26,635 20,487

営業外費用   

支払利息 458 168

その他 75 724

営業外費用合計 534 893

経常利益 64 267,608

特別利益   

投資有価証券売却益 27,294 －

特別利益合計 27,294 －

税金等調整前四半期純利益 27,358 267,608

法人税、住民税及び事業税 42,633 142,085

法人税等調整額 △56,427 △39,491

法人税等合計 △13,793 102,594

少数株主損益調整前四半期純利益 41,151 165,014

四半期純利益 41,151 165,014
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【四半期連結包括利益計算書】

【第１四半期連結累計期間】

  （単位：千円）

 
前第１四半期連結累計期間
(自　平成25年７月１日
　至　平成25年９月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自　平成26年７月１日
　至　平成26年９月30日)

少数株主損益調整前四半期純利益 41,151 165,014

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △10,576 2,632

その他の包括利益合計 △10,576 2,632

四半期包括利益 30,575 167,646

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 30,575 167,646
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【注記事項】

（会計方針の変更）

　「退職給付に関する会計基準」(企業会計基準第26号　平成24年５月17日。以下「退職給付会計基準」という。)

及び「退職給付に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第25号　平成24年５月17日。以下「退職給

付適用指針」という。)を、退職給付会計基準第35項本文及び退職給付適用指針第67項本文に掲げられた定めにつ

いて当第１四半期連結会計期間から適用しておりますが、簡便法を適用しているため、退職給付債務及び勤務費用

の計算方法の見直しによる変更はありません。

この結果、当第１四半期連結会計期間の損益及び利益剰余金に与える影響はありません。

 

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

　当第１四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第１四半

期連結累計期間に係る減価償却費（無形固定資産に係る償却費を含む。）は、次のとおりであります。

 
前第１四半期連結累計期間
（自 平成25年７月１日
至 平成25年９月30日）

当第１四半期連結累計期間
（自 平成26年７月１日
至 平成26年９月30日）

減価償却費 63,035千円 94,533千円

 

（株主資本等関係）

Ⅰ　前第１四半期連結累計期間（自　平成25年７月１日　至　平成25年９月30日）

配当に関する事項

１．配当金支払額

 
（決議）

株式の種類
配当金の総額
（千円）

１株当たり
配当額
（円）

基準日 効力発生日 配当の原資

平成25年９月20日

定時株主総会
普通株式 70,200 12.50  平成25年６月30日  平成25年９月24日 利益剰余金

 

２．基準日が当第１四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第１四半期連結会計

期間の末日後となるもの

　該当事項はありません。

Ⅱ　当第１四半期連結累計期間（自　平成26年７月１日　至　平成26年９月30日）

配当に関する事項

１．配当金支払額

 
（決議）

株式の種類
配当金の総額
（千円）

１株当たり
配当額
（円）

基準日 効力発生日 配当の原資

平成26年９月19日

定時株主総会
普通株式 70,200 12.50  平成26年６月30日  平成26年９月22日 利益剰余金

 

２．基準日が当第１四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第１四半期連結会計

期間の末日後となるもの

　該当事項はありません。
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（セグメント情報等）

【セグメント情報】

Ⅰ　前第１四半期連結累計期間（自平成25年７月１日 至平成25年９月30日）

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

    （単位：千円）

 報告セグメント
調整額
（注）１

四半期連結損益
計算書計上額
（注）２ 鶏肉関連 外食 計

売上高      

外部顧客への売上高 2,907,173 661,533 3,568,706 － 3,568,706

セグメント間の内部売上高又
は振替高

61 － 61 △61 －

計 2,907,234 661,533 3,568,767 △61 3,568,706

セグメント利益又は損失（△） △68,930 42,098 △26,832 795 △26,037

（注）１．セグメント利益又は損失（△）の調整額795千円は、セグメント間取引消去であります。

２．セグメント利益又は損失（△）は、四半期連結損益計算書の営業損失と調整しております。

２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

　該当事項はありません。

Ⅱ　当第１四半期連結累計期間（自平成26年７月１日 至平成26年９月30日）

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

    （単位：千円）

 報告セグメント
調整額
（注）１

四半期連結損益
計算書計上額
（注）２ 鶏肉関連 外食 計

売上高      

外部顧客への売上高 3,283,969 663,996 3,947,965 － 3,947,965

セグメント間の内部売上高又
は振替高

46 － 46 △46 －

計 3,284,015 663,996 3,948,011 △46 3,947,965

セグメント利益 189,495 57,723 247,218 795 248,013

（注）１．セグメント利益の調整額795千円は、セグメント間取引消去であります。

２．セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整しております。

２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

　該当事項はありません。
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（１株当たり情報）

　１株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 
前第１四半期連結累計期間
（自　平成25年７月１日
至　平成25年９月30日）

当第１四半期連結累計期間
（自　平成26年７月１日
至　平成26年９月30日）

１株当たり四半期純利益金額 ７円33銭 29円38銭

（算定上の基礎）   

四半期純利益金額（千円） 41,151 165,014

普通株主に帰属しない金額（千円） － －

普通株式に係る四半期純利益金額（千円） 41,151 165,014

普通株式の期中平均株式数（株） 5,616,060 5,616,060

（注）潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額については、潜在株式が存在していないため記載しておりませ

ん。

（重要な後発事象）

　該当事項はありません。

 

２【その他】

　該当事項はありません。
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】
　該当事項はありません。
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 独立監査人の四半期レビュー報告書  

 

平成２６年１０月２９日

株式会社アクシーズ

取締役会　御中

 

有限責任監査法人トーマツ

 

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 川畑　秀二　　　印

 

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 竹之内　髙司　　印

 

 当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社アク
シーズの平成２６年７月１日から平成２７年６月３０日までの連結会計年度の第１四半期連結会計期間（平成２６年７月
１日から平成２６年９月３０日まで）及び第１四半期連結累計期間（平成２６年７月１日から平成２６年９月３０日ま
で）に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書
及び注記について四半期レビューを行った。
 
四半期連結財務諸表に対する経営者の責任
 経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結財
務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸表を
作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
 
監査人の責任
 当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期連結財務諸表に対する
結論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠し
て四半期レビューを行った。
 四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質
問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認
められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。
 当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。
 
監査人の結論
 当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認め
られる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社アクシーズ及び連結子会社の平成２６年９月３０日現在の財
政状態及び同日をもって終了する第１四半期連結累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさせる事項がすべて
の重要な点において認められなかった。
 
利害関係
 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
 

以 上
 

 

（注）１．上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期報

告書提出会社）が別途保管しております。

２．ＸＢＲＬデータは四半期レビューの対象には含まれていません。

 

EDINET提出書類

株式会社アクシーズ(E00009)

四半期報告書

15/15


	表紙
	本文
	第一部企業情報
	第１企業の概況
	１主要な経営指標等の推移
	２事業の内容

	第２事業の状況
	１事業等のリスク
	２経営上の重要な契約等
	３財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

	第３提出会社の状況
	１株式等の状況
	（１）株式の総数等
	①株式の総数
	②発行済株式

	（２）新株予約権等の状況
	（３）行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等
	（４）ライツプランの内容
	（５）発行済株式総数、資本金等の推移
	（６）大株主の状況
	（７）議決権の状況
	①発行済株式
	②自己株式等


	２役員の状況

	第４経理の状況
	１四半期連結財務諸表
	（１）四半期連結貸借対照表
	（２）四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書
	四半期連結損益計算書
	第１四半期連結累計期間
	四半期連結包括利益計算書
	第１四半期連結累計期間
	注記事項
	セグメント情報


	２その他


	第二部提出会社の保証会社等の情報
	監査報告書

